2022(令和 4)年 7 月 30 日
京都府高等学校スキー部顧問様
京都府高体連スキー専門部

SAJ（全日本スキー連盟）･FIS 関係登録について
「高校スキー部」は競技団体としての「全日本スキー連盟(SAJ)」(国民体育大会、ジュニア・オリンピック、
他多数の公認競技会 等)の傘下にあると同時に、教育系機関としての「全国高体連」(インターハイ、高校総
体、高校選抜を主催)の傘下にもあります。
競技団体(2023 ｼｰｽﾞﾝという) としての位置付け

高体連系機関(2022 ｼｰｽﾞﾝという) としての位置付け

FIS(国際スキー連盟)

全国高体連

≪第一階層≫SAJ(全日本スキー連盟)
全国高体連スキー部
≪第二階層≫SAK(京都府スキー連盟)

（

近畿高体連スキー部

）

≪第三階層≫京都府高体連スキー部
≪第四階層≫各高校スキー部
≪第五階層≫選手個人
スキーに関する登録は、SAJ(全日本スキー連盟)登録を基本としつつ、全国高体連スキー部からも運営維持
等の観点から登録料(学校分担金と個人登録料)の支払いが求められます≪今シーズンは徴収済みです≫。
※上記≪第○階層≫の概念は、SAJ 登録作業時に発生する概念です。
「選手登録」については、
「① 高体連系」(2022 シーズン)と「② SAJ 系」(2023 シーズン)との 2 系統に分
けての作業となります。
① 高体連系作業…「各高校データ」⇒「京都府高体連スキー部」で取り纏め⇒「全国高体連スキー部」
こちらについては、全国高体連への報告(インターハイ枠数調査)が 6 月 29 日まででしたので、既に完
了しております。追加希望がある場合、その時点で登録担当(徳永)までご連絡願います。
② S AJ 系登録作業(事前登録者は 6 月完了。殆どの方は「8 月 2 日(火)午前 10 時以降」の作業となります)
SAJ システム「しくみネット」(WEB 入力)では、選手個人≪第五階層≫の入力作業を想定したものに
なっていますが、各高校≪第四階層≫顧問の先生による代理ログイン入力が可能です。入力後は、各選
手データに対して、WEB(「しくみネット」)上での
「高校スキー部」⇒「京都府高体連スキー部」⇒「京都府スキー連盟」⇒「SAJ」
による承認が順次必要です。承認完了後に登録料を振込んでいただき、登録完了となります。ただし、
顧問の先生による「第四階層」代理ログインによる入力をされた場合は、第四階層「高校スキー部」の承
認行為は不要になります。
‘① ② の両系統を EXCEL に纏めたものを、6 月 27 日までに顧問の先生からスキー専門部へ提出していただ
いてます。確認のため、今回そのデータも返信いたします。これに基づいて②の入力作業をしていただくこと
になります。≪①同様、追加があれば併せて必ず当方までご連絡願います。≫

【SAJ「しくみネット」で取り扱う各種登録の説明（SAJ・FIS 関係のみ）】
１．SAJ 高校生会員登録…登録料 1,500 円／名 （全選手登録必須）
高校生全選手が登録する必要のあるものです。この登録をしないと各種大会にエントリーするこ
とができません。(ただし、高等専門学校生は「高校生」扱いされず 3,500 円となります)
2．SAJ 競技者登録…登録料 3,000 円／名 （希望選手のみ登録）
① インターハイ、全国高等学校選抜スキー大会、ジュニアオリンピック、SAJ 公認大会に出場する
可能性のある選手は、SAJ 競技者登録が必要です。特に、インターハイについては、11 月末現
在で SAJ への登録が完了していること（11 月末で SAJ 側がデータを引き出す体制がとれると
いう意味）がその出場資格に直結します。なお、近畿高校スキー選手権(アルペン種目)のドロー
はこのポイントで行いますので、同登録を完了していないと出走順で不利益が生じることになり
ますので、原則今回の前期登録に完了していただくことを強く推奨します。
② SAJ 競技者登録を希望する選手は、SAJ 等高校生会員登録を前提とし、その上で、SAJ
競技者登録料として 3,000 円が必要となります。
‘③ 2022 年 9 月 12 日(金)14 時 59 分を過ぎての申し込みは、登録料が 6,000 円となります。
‘ ④ SAJ 競技者登録希望選手のうち、前年度同登録をしていない選手(「新規登録」を含む)について
は「SAJ 宣誓書」
「ドーピング同意書（18 歳未満競技者親権者同意書）」への選手署名・保護者署名
(顧問等による代筆は不可)が求められます。成年(教員)については WEB 上の同意ボタンのみで完了
となります。
３．FIS（国際スキー連盟）競技者登録…登録料 継続・更新：5,000 円／名（希望選手のみ登録）

※アルペン、フリースタイル(スキークロス)･･･高 1 の早生まれ選手は登録不可です。
※クロスカントリーを含め他の種目･･･高校生であれば登録可能です。
‘① FIS（国際スキー連盟）公認大会≪国内でも多くのレースが存在します≫にエントリーする場合、
FIS競技者登録が必要となります。
‘② FIS競技者登録希望選手は、上記SAJ競技者登録を前提とし、それとは別にFIS競技者登録料とし
て5,000円が必要となります。
‘③ 2022 年 9 月 12 日(金)14 時 59 分を過ぎての申し込みは、登録料が 15,000 円となります。
‘ ④ FIS 競技者登録希望選手のうち、前年度同登録をしていない選手(「新規登録」を含む)については
「FIS 宣誓書」への選手署名・保護者署名(顧問等による代筆は不可)が求められます。成年(教員)で
の同登録希望者は WEB 上の同意ボタンのみで完了となります。
4．ＳＡＪ教員登録…登録料 3,500 円／名（希望の教員は登録してください）
顧問の先生（顧問ではないが貴校の教員）で、SAJ 会員登録をしたい方、各種資格を取得希望され
ている方、また京都府スキー連盟役員の方はこの登録をしてください。
「１」にある登録の一般登録
であり、一般（おとな）の登録料は 3,500 円です。
５．ＳＡＪ有資格者登録・有資格者保険…原則 1 資格につき競技系 1,000 円(旗門審判員は無料)、教育系 1,500 円
高校生は対象外です。対象者は「4」の中で指導員・検定員・計算員等有資格者のみです。対象者
については高体連スキー部登録担当で把握していますので、Excel 入力済みです。
有資格共済保険 2,000 円 または、それに通常のスキー保険を加えた 7,800 円
のいずれかも同時にお支払い願います。
６．ＳＡＪ共済保険(有資格者保険を除くものの説明)
パンフレットデータ
ＳＡＪ会員登録 | スキー補償制度について | 公益財団法人全日本スキー連盟 (ski-japan.or.jp)
で内容を確認し、必要に応じて申込をしてください(必須ではありませんが、今回この保険を
利用されない場合、どこかから学校単位・個別で必ずスキー保険へ加入願います)。
スキーのみ対象保険料

スキー・スノーボード対象保険料

SAJ 会員登録のみの方

5,500 円

10,100 円

SAJ 競技者登録の方

9,500 円

14,700 円

【SAJ シクミネットへの直接入力】
添付データの Excel シート入力内容との一致を確認しながら、SAJ の HP にある SAJ 会員登録システ

あ

ム「シクミネット」へのアクセス・入力をしていただきます。
ただし、入力完了期日は 2022 年 9 月 12 日(金)14 時 59 分までに完了願います。ここを過ぎると、
SAJ 競技者登録料が一人当たり 6,000 円（←3,000 円でなくなり、2 倍になります）
FIS 競技者登録料が一人当たり 15,000 円（←5,000 円でなくなり、3 倍になります）
となってしまいますので、余裕をもって入力をしてください。この日を過ぎても入力は可能ですが、上記
2 つの競技者登録料が値上がりしますので、ご注意願います。
☆ システム上、会員個人(選手)自身による入力を基本として設計されています。
【会員登録 LOGIN には、本人の SAJ 会員登録番号とパスワードが必要です】
☆ 前年度貴校所属選手(継続者)及び新規選手については、管理者システムから第四階層(顧問の先生)
による代理ログイン入力も可能です。ただし、移籍入会選手については、入力前の時点では貴校選
手ではないので、会員個人(選手)自身による入力しかできません。
【会員登録 管理者用 LOGIN には、第４階層者(顧問)メールアドレスとパスワードが必要です】
具体的対応方法等、別添付データにてお伝えします。
ア）SAJ シクミネット画面へのログイン
SAJ(全日本スキー連盟)HP トップページ

http://www.ski-japan.or.jp/official/saj/index.html

から、同ページ上方にある「SAJ 会員登録」をクリックしてください。

会員個人(選手)自身による
入力をされる場合のログ
インはここから！

顧問による代理入力をされ
る場合、個人入力後の承認
をされる場合のログインは
ここから！

入力完了後、
「顧問(第四階層)」
「京都府高体連スキー専門部(第三階層)」
「京都府スキー連盟(第二階層)」
「全
日本スキー連盟(第一階層)」による各承認が順次必要になりますが、会員個人(選手)の代わりに顧問による代
理ログインをされた場合は、その会員に関しては顧問による承認(一人一人の入力に不備がないかを確認の
上)が不要となりますので、顧問による代理ログインの方が作業は円滑に進むかと思います。
後述操作が学校単位で「顧問(第四階層)」承認まで含めて作業が終了された時点で、京都府高体連スキー専
門部登録担当まで必ずその旨ご連絡願います。
イ）SAJ シクミネット画面からの資料入手方法とその概略説明
前ページのログインボタン表示と同じ画面の下段に「関係資料」が表示
されています。
･①[SAJ 会員システム – shikuminet システム概要]
･･･主としてシクミネット各階層の説明
･②[SAJ 操作マニュアル]所属団体責任者用
･･･顧問操作マニュアル代理ログインの方法と、承認行為
についての説明がメインです
･③[SAJ 操作マニュアル]会員用
･･･会員個人(選手)による操作マニュアル基本的な操作がこち
らに表示されています。顧問による代理ログイン後の入力
も、代理ログイン後はこちらの資料に基づいてとなります
ので、顧問の先生もダウンロード入手願います
･④[SAJ 操作マニュアル]イベント用
･･･今回不要(検定・研修会等紹介(会員用))
･⑤[SAJ 操作マニュアル]イベントイベント（代理申込用）
･･･今回不要(④の管理者による代理ログイン用)
･⑥SAJ 宣誓書
･･･SAJ 競技者登録 前年度未登録者は入手・提出が必須
･⑦SAJ 宣誓書＊見本･･･書類⑥の記入例が表示されています
･⑧FIS 宣誓書
･･･FIS 競技者登録 前年度未登録者は入手・提出が必須
･⑨FIS 宣誓書＊見本･･･書類⑧の記入例が表示されています
･⑩FIS 宣誓書＊和訳･･･書類⑧の和訳が表示されています
･⑪ドーピング同意書（18 歳未満(競技者親権者同意書)）
･･･SAJ 競技者登録 前年度未登録者は入手・提出が必須
･⑫ドーピング同意書（18 歳未満(競技者親権者同意書)）＊見本

･･･書類⑪の記入例が表示されています

･⑬移籍申請書（登録完了後）
【Excel】 ･･･今回は提出不要（今シーズン一旦登録完了後の移籍処理）
･⑭会員証再発行依頼書【Word】･･･今回は提出不要（会員証紛失時の再発行申請用紙、有料）
･⑮ヘボン式ローマ字＊見本･･･SAJ 競技者登録入力画面での入力、FIS 宣誓書での記入時に必要
･⑯アカウント申請書（誓約書）
【Excel】･･･不要です(京都府スキー連盟内の権限者のみ対象です)
スキー補償制度については、パンフレットデータＳＡＪ会員登録 | スキー補償制度について | 公益財団法
人全日本スキー連盟 (ski-japan.or.jp)
からご確認願います。その他関係書類も同 HP にすべて掲載されて
います。

ウ）SAJ シクミネット入手時の注意
各操作マニュアルに従って入力をお願いします。以下、特に注意を要する点のみ列挙します。
◎「加盟団体名」･･･京都府スキー連盟（コード番号 026）
◎「地域」･･･京都府高体連スキー部（コード番号 992）
◎「所属団体名」･･･○○高校（コード番号 5☆☆の 3 ケタ）【第４階層定義名・番号記入！】
◎「チーム名称」･･･(SAJ・FIS 競技者登録入力に必要)
「所属団体名」(高校名)を記入。ただし、12 文字以内とし、半角カタカナ・英数字は「半角入力」
でお願いします。また、全選手同じチーム名で統一してください（検索の関係上）。
※注意 大方の学校は所属団体名がそのままチーム名称となります。なお半角表示指定の関係上、
クラーク記念国際高校は、
「ｸﾗｰｸ記念国際高校」
で SAJ 競技者登録内のチーム名称を統一

し

修正してください。
※SAJ 競技者登録・FIS 競技者登録の設定について
年度初めは「未登録」の状態になっています。更新・新規に関わらず次の作業をお願いします。
「種目・
チーム名・競技者番号」記入欄がありますので、入力後、入力欄右下の「追加(後日、ボタン名称が「追
加」から他の文言に変更される可能性があります)」をクリックしてください。なお、複数種目に渡る場
合は、種目ごとに同様の入力が必要となります。
※ 表示内容が全て前年度のものになっていますので、特に「学年」進行を確実に対応願います。
※「移籍入会」選手については、「加盟団体名」「地域」「所属団体名」「チーム名称」全てを移籍後
の貴校のものに変更するようご指導願います。
エ）登録後の「承認」行為について
「②[SAJ 操作マニュアル]所属団体責任者用」に基づいて承認行為をお願いします。
会員個人(選手)自身による入力後は、顧問(第四階層)による「承認」行為が必要になります。
顧問による代理ログインで入力をした会員については、顧問による「承認」行為は不要です。
⇒学校レベルでのシクミネット入力が完了(第四階層承認を含めて)した時点で、京都府高体連スキー専
門部登録担当まで、その旨報告をメール等にて必ずお願いします。これを受けて高体連・SAK・SAJ
承認を順次していき、入力行為が終了となります。
オ）登録料の支払いについて
変更がないこと、また 2022 年 9 月 12 日(金)14 時 59 分までに入力が完了していることを条件に、添
付 Excel データに記載した「集金情報」シートと SAJ シクミネットへの支払い総額が一致するはずです
(事前登録の分は別)。
※SAJ 承認が完了後、各会員個人(選手)宛メールにて SAJ から請求通知が送信されます。
あ(A) 貴校スキー部で取り纏めて一括振込をする場合
貴校からの支払いと二重払いになることを避けるため、会員個人(選手)には、請求通知が届いても
それに対応しないよう、顧問の先生から予め連絡を周知願います。
その上で「②[SAJ 操作マニュアル]所属団体責任者用」に基づいて振込をお願いします。
あ(B) 会員個人(選手)に個別で振込をさせる場合
SAJ から送信された請求通知に応じて、
「③[SAJ 操作マニュアル]会員用」に基づいて振込を早急に
完了するようご指示願います。
カ）各種登録番号の発行について

継続・更新選手･･･前年度使用の各種登録番号が引き継がれます。
新規選手･･･◎SAJ 会員登録番号：シクミネット入力完了時点で画面上に登録番号が表記されます。
新規

選手･･･◎SAJ 競技者登録番号、FIS 競技者登録番号：登録料振込完了数日後に、シクミネット
登録画面に表示されます。

【後日、追加登録がある場合】
基本的には同じ操作ですが、費用が一部変更になること、SAJ だけでなく高体連にも追加報告を
することになりますので、今回の提出以後に追加登録者が発生した場合は、必ず京都高体連スキー
専門部登録担当までご一報願います。追加登録用の Excel データを準備しお渡しします。

【SAK(京都府スキー連盟)競技者登録について】
今回の登録とは別に、京都府スキー連盟競技部による競技者登録があります（すでに京都府スキー連盟競
技部ポイント小委員会

鈴木隆文氏より連絡があったかと思います）。この登録ポイントに基づいて京都府

のレースの出走順を決定していきます。一人 500 円(10 月 1 日以降は 1,000 円)で SAK 競技部から後日案内
があります。未登録の場合、京都府スキー選手権・国体予選のエントリー代が 1 レースにつき 1,000 円費用
が高くなり、かつ出走順で不利益が生じますので、SAK 競技者登録完了をお勧めします。なお、現時点で各
登録の新規登録選手は登録番号が確定していませんので、登録番号の記入欄には「新規申請中」と明記願い
ます（SAJ 各種登録番号確定後、かつ 9 月末までであれば登録番号を記入の上で一人当たり 500 円の登録申
請が可能となります）
。
【顔写真写メ設定協力依頼】
今シーズンは必須ではないのですが、WEB 上からマイページにより SAJ カードに代わるデータ表示がで
きるようになります。ついてはその際、個人を特定できるように証明写真のイメージ(サングラスやヘルメッ
トを着用していないもの)をしくみネットの指定の場所にアップロード願います。
【SAJ カードの発行について】
次年度より完全廃止、今年度は希望チームに団体単位(高体連として)でのお渡しが可能ですが、顧問会
議にてご説明させていただきました通り、高体連としてはカード発行対応をいたしません。カード提示に
代わるものとして、しくみネット会員はマイページからデータ表示が可能となります。そちらからご対応
願います。
【登録に関する問い合わせ先】
京都府高体連スキー専門部登録担当 徳永 秀也
E-mail

tokunaga@js.doshisha.ac.jp

Tel 075-781-7121(同志社高等学校)

以上

